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お知らせ   

水づくり・水の大切さについて親子で学習してみませんか。 
【開催日時】平成１８年８月２９日（火） ９：００～１１：００ 
【定  員】１０組２０名（町内在住の親子対象） 
【集合場所】御宿町役場保健センター前（８：５０集合） 
【見学場所】御宿町浄水場、御宿ダム（役場からバスで移動） 
【問い合わせ・申し込み先】 

住民水道課 水道事業班 ℡６８－６６９３ 
 

後後期期基基本本計計画画策策定定懇懇談談会会  
一一般般委委員員をを公公募募  

御宿町第３次基本構想に基づく前期基本計画は、今年度で
最終年次を迎え、平成１９年度を初年度とする後期基本計画を
今年度策定します。 
 計画策定段階から住民の皆様に参加していただき、住民の要
望等を的確に把握するとともに、十分な意見反映をしていきたい
と考えていますので、今後開催する「後期基本計画策定懇談会」
の一般委員を公募します。 
【応募期間】８月３１日（木）まで 
【応募資格】町内に住所を有している方 
【応募人数】各テーマ５名程度（テーマごとに懇談会を開催） 
～ テーマ ～ 

１．自然環境に配慮した、誰もが安心して暮らせるまちづくり（基礎的
条件の整備・産業の振興・生活の保全） 

２．豊かな心を育み、福祉・医療の充実したまち（教育文化の向上、
福祉・医療の充実） 

３．住民参加と協力による開かれたまち（行政の近代化とコミュニティ
形成） 

【会議の開催期間】９月から１２月まで 
【応募方法】 

役場４階企画財政課窓口の申込用紙に氏名・住所・電話番号
を記入し、ご希望のテーマを選んでください。 

【問い合わせ】企画財政課 企画係 ℡６８－２５１２ 
 

第第２２５５回回  夷夷隅隅郡郡市市連連合合ななののははなな号号  
『お座敷列車で行く 四万温泉・りんご狩りの旅』 
【期日】平成１８年１１月２１日（火）～２２日（水） １泊２日 
【旅行代金】大人 一人３６，０００円 
【宿泊先】四万やまぐち館 
【申込締切】平成１８年１０月１０日（火）まで 
【申し込み・問い合わせ】 
   いすみ鉄道（株） ℡８２－２１６１ 
   ※企画財政課（℡６８－２５１２）でも受け付けしています。 

お知らせ 

児児童童扶扶養養手手当当現現況況届届・・特特別別児児童童扶扶養養
手手当当所所得得状状況況届届のの提提出出ににつついいてて  

 
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は現況届・所得

状況届の提出が必要です。 

この届出により、８月以降の手当が受給できるか審査しますの
で、必要書類を添えて提出してください。 

提出期間内に提出がない場合は、８月以降分の手当につい
て年内に受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。 
 
【提出期間】 

児童扶養手当 
平成１８年８月 １日（火）から平成１８年８月３１日（木）まで 

特別児童扶養手当 
平成１８年８月１０日（木）から平成１８年９月１１日（月）まで 

※ 受給者の方には、７月末に書類を送付してあります。 
 
○平成１８年４月から手当額が改正されました。 
平成１８年８月支払分から新手当額で計算された額になります。 
 
児童扶養手当 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別児童扶養手当 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】保健福祉課福祉事業班 電話６８－６７１６ 

 
お知らせ  
「「未未来来にに残残そそうう青青いい海海」」及及びび  
「「海海のの安安全全運運動動」」用用ポポススタターー図図案案募募集集 
 海上保安庁では、青少年に対する海洋環境保全の意識の高
揚を図ることを目的として平成１９年度「未来に残そう青い海」
用ポスター図案を、また、青少年の海に対する関心を深め、海
から安全を学ぶことで自らの安全は自らが責任を持つという安
全意識の高揚を図ることを目的として平成１９年度「海の安全
運動」用ポスター図案を募集しています。 
【図案テーマ】 
 ①「未来に残そう青い海」用ポスター図案 

「未来に残そう青い海」をメインテーマに海に関するもの
で、海洋環境の保全を促すもの 

 ②「海の安全運動」用ポスター図案 
   海に関するもので、見張りの励行、気象・海象の早期把

握、自己救命策の確保をメインテーマに、マリンレジャー
の事故や船舶海難の防止を促すもの 

【応募規定】 
・応募作品は本人のもので未発表のもの 
・サイズは、画用紙四つ切（３８０mm×５４０mm）から画用紙八

つ切 （２７０mm×３８０mm）とし、裏面に氏名・年齢・性別・住
所・学校名・学年を必ず明記してください。 

※作品（表面）に標語や字は入れないこと 
【応募対象】小学生及び中学生に限ります。 
【応募締切】平成１８年９月１５日（金） 当日必着 
※応募作品は返却します 
【問い合わせ・提出先】〒２９９－５２３３ 勝浦市浜勝浦４９９ 

勝浦海上保安署  ℡０４７０－７３－３９９９、４９９９  
催 し 

｢｢航航空空ジジャャンンクク市市｣｣｢｢空空のの日日行行事事｣｣  
○航空ジャンク市 

普段手に入らない飛行機の部品、機内食用食器などの機内
用品、エアライングッズなどの展示販売を行います。 

  【開催期間】９月９日(土)・１０日(日) 
○空の日行事 

キャラクターショーや地元物産の販売などを行います。 
  【開催期間】９月１６日(土)～１８日(月・祝) 
【入館料】一般５００円、中学生・高校生３００円、 

４歳以上小学生以下２００円 
【問い合わせ】〒２８９－１６０８ 山武郡芝山町岩山１１１-３ 
  航空科学博物館 
  (月曜日休み、月曜日が祝日･振替休日の場合は翌日休み) 
   ℡０４７９-７８-０５５７ HP http://www.aeromuseum.or.jp/ 

新手当額（月額）
平成１８年４月から

１級（重度障害児） ５０，９００円 ５０，７５０円
２級（中程度障害児） ３３，９００円 ３３，８００円

旧手当額（月額）区分

新手当額（月額）
平成１８年４月から

全部支給 ４１，８８０円 ４１，７２０円
４１，８７０円 ４１，７１０円

～９，８８０円 　　　～９，８５０円
※所得に応じた額 ※所得に応じた額

区分 旧手当額（月額）

一部支給

「「水水道道のの１１日日」」体体験験教教室室をを開開催催



  
お知らせ 

千千葉葉県県災災害害対対策策ココーーデディィネネーータターー
養養成成講講座座  
 大規模災害時には、自主防災組織やボランティアの協力のも
と、県民と行政機関が連携して災害対策活動を展開する必要が
あります。災害時に各組織を取りまとめるとともに、行政関係機
関などとの連絡調整役を担う、災害対策コーディネーターの養
成講座を開催します。 
【日程・会場】 

１０月２０日(金)～２２日(日) 全３日  
千葉県西部防災センター(松戸市松戸)  

１０月２７日(金)～２９日(日) 全３日 
千葉県消防学校(千葉市中央区仁戸名町) 

【内容】講義・図上訓練など 
【定員】各５０人(申込多数抽選) 
【申込方法】 

申込書に必要事項を書いて、郵送またはＦＡＸで申し込み 
【締め切り】９月２０日(水)必着 
【申込書配布場所・申込先・問い合わせ】 

〒２６０－８６６７(住所省略可) 県消防地震防災課 
℡０４３－２２３－２１７６  FAX ０４３－２２２－５２０８ 

 

ちちばばのの街街道道をを歩歩ここうう（（御御成成街街道道編編))  
 県内に残る歴史的な街道沿いを巡り、千葉県の歴史や文化に
親しむことができます。 
 御成街道周辺を巡り、提灯塚や御茶屋御殿跡，日吉神社など
を見学します。 
【対象】・小学 5 年生以上(中学生以下は，保護者同伴) 

・約 15 キロメートルを自ら歩ける方 
【日時】９月１６日(土) ９：００～１６：００(雨天決行) 
【集合・解散】ＪＲ千葉駅２１番バス停(三菱東京 UFJ 銀行前) 
【参加費】１人１００円(保険代) 昼食は各自持参 
【定員】５０人(申込多数抽選) 
【申込方法】往復はがきに、代表者の住所、氏名、電話番号、参

加希望者全員(１通につき２人まで)の氏名、年齢、
返信用あて先を書いて郵送 

【締め切り】９月１日(金)消印有効 
【申込先・問い合わせ】 

〒２６０－８６６７(住所省略可) 県文化振興課 
 ｢ちばの街道を歩こう｣係 ℡０４３－２２３－２４０８ 

  
お知らせ 

 
～成長を続けるロボット工学～ 

 ロボット作りを通じてものの仕組みやコンピューターの扱い方の
基本を学び、青少年の科学技術に対する理解と親しみを増進さ
せる目的で科学技術合宿が開催されます。 
 関心のある方は、以下によりお申込ください。 
【講師】中野榮二 教授 

（千葉工業大学 工学部未来ロボティクス学科） 
【参加対象】町内の中・高生（５名以内） 
       ※定員になり次第締め切ります。 
【期間】８月２５日（金）～８月２７日（日） ２泊３日 
【場所】千葉工業大学御宿研修センター 
     （御宿町岩和田１３１６－１） 
【費用】７，２００円（参加費・宿泊代） 
    ※教材費（キット代１４，０００円相当）無料 
    ※昼食は各自負担 
【申込期限】８月１７日（木）まで 
【申込先】御宿町教育委員会 ℡６８－２５１４ 
  ※集合時間・集合場所は、後日改めてご連絡します。 
【共催】国際ロボフェスタ協会、学校法人千葉工業大学 
【後援】御宿町教育委員会 
 

台台風風へへのの備備ええはは十十分分でですすかか？？  
台風は、年間に平均３個が日本列島に上陸しています。昨年

は、３個が房総半島に上陸または接近し、県内に被害をもたらし
ました。７月から９月にかけて日本に上陸しやすくなる台風は、
進路によっては想像以上の被害をもたらします。日ごろから万全
な準備をしておきましょう。 
〈普段の心構え〉 

○家の補修は台風が近づく前に済ませ 、強風で飛ばされそうな物
は片付けておきましょう。 

○避難場所・避難ルートを確認し、非常持出品の準備をしておきま
しょう。 

○家の周辺がどんな地形なのか把握し、出水や崖崩れの危険のあ
る土地では、いつでも避難できる準備をしておきましょう。 

〈台風が近づいたときは〉 
○無理な外出は控えましょう。 
○テレビ、ラジオなどで最新の気象情報を入手するほか、市町村な

どによる防災広報をよく聞きましょう。 
○浸水のおそれのある地域では、家財道具は安全な場所に移動し

ておきましょう。 
〈避難するときは〉 

○身軽な服装で持ち物は最小限にし、子どもやお年寄りの方を優 
先させ、安全な避難路を利用しましょう。 

【問い合わせ】千葉県警察本部警備課 ℡０４３－２２７－９１３１ 

 
お知らせ 

成成年年後後見見制制度度個個別別相相談談会会のの開開催催  
判断能力が不十分なためにお金の管理ができなかったり、悪

質な商法の被害にあってしまう方の財産を守り、生活を支援する
成年後見制度の利用について、弁護士、司法書士、社会福祉
士により、法律と福祉の両面から個別に相談に応じます。 
【期日】平成１８年１０月２９日（日） １０：００～１６：００ 
【場所】千葉県社会福祉センター５階 

（千葉市中央区千葉港４－３） 
【相談料】無料 
【定員】７０名（定員になり次第締め切ります。） 
【申込方法】 

参加申込書に氏名、住所、電話番号、ご希望の面接時間
を記載し、郵送又はＦＡＸで９月８日（金）までに主催者へお申
込ください。 

後日、主催者から、相談内容や予約時間等について、ご連
絡がありますので電話番号の記載は忘れずにお願いします。 

※参加申込書は社会福祉協議会、行政窓口で配布してい
ます。 

【申し込み・問い合わせ】 
  千葉県後見支援センター（担当：小倉・中村） 
  〒２６０－８５０８ 千葉市中央区千葉港４－３ 
  ℡０４３－２０４－６０１２  FAX０４３－２０４－６０１３ 
 

県県立立高高等等学学校校再再編編計計画画第第３３期期実実施施
ププロロググララムム((案案))のの意意見見募募集集  
 千葉県教育委員会では、第３期実施プログラム（案）を７月１９
日 に 公 表 し 、千 葉 県 教 育 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/）に掲載しています。 
 本プログラム案に対する県民の皆さんのご意見を募集していま
すので、表題に「第３期実施プログラム（案）に対する意見」と記
載し、住所、氏名を明記のうえ、郵便、ＦＡＸ、電子メールにより９
月１５日（金）までに、ご提出ください。 
 なお、プログラム（案）を郵送希望される方は、住所、氏名を明
記し、９０円切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、お申込く
ださい。 
【プログラム案請求・意見提出先】 
 〒２６０－８６６２ 千葉市中央区市場町１－１ 
  教育庁企画管理部県立学校改革推進課 
  ＦＡＸ ０４３－２２１－８１２４ 
  電子メール kaikaku@mz.pref.chiba.lg.jp 

科科学学技技術術体体験験合合宿宿をを開開催催


